
  ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社は、2021年4月1日にソニー生命保険株式会社と合併いたしました。

＜特別勘定運用レポートについて＞
・当資料は、ソニー生命のご契約者等へ変額個人年金保険の運用状況等に関する
　情報提供を目的として作成したものです。運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、
  将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・特別勘定が投資するファンドの運用状況に関する開示情報は、当該ファンドの運用会社が作成
  した運用報告をソニー生命が提供するものです。
・生命保険の募集を目的とした資料ではありません。
・記載内容は、発行月の前月末時点の情報を基に作成しています。
・ファンド名等の表記や投資対象等は、「特別勘定のしおり」等と異なる場合があります。

2021年4月発行

特別勘定運用レポート



特別勘定の種類

■運用方針

■特別勘定の種類
各特別勘定は、下記の投資信託を主な投資対象として運用を行います。

■主な投資対象とする投資信託の投資方針

日本債券インデックス・ファンドVA1
<適格機関投資家限定>

日本債券インデックス・マザーファンドに投資することにより、中長
期的にわが国の債券市場（NOMURA-BPI総合指数）の動きに連動し
た投資成果の獲得をめざして運用する事を基本とします。

ＪＤＦインデックス・ファンド外国債券VA
（適格機関投資家専用）

この投資信託は、先進国債券インデックス・マザーファンドの受益証
券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として、運
用を行うことを基本とします。なお、有価証券等へ直接投資する場合
があります。

※2 特別勘定の資産運用関係費用は主たる投資対象である投資信託の信託報酬を記載しております。
このほか、信託財産留保金や信託事務の処理等に要する諸費用、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額
や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、
特別勘定のユニットプライスに反映することになります。したがって、ご契約者にはこれらの費用を間接的にご負担いただく
ことになります。資産運用関係費用は運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性がありま
す。

ＪＤＦインデックス・ファンド国内株式Ⅰ
（適格機関投資家専用）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行
うことを基本とします。インデックス・マザー・ファンド国内株式の
受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資すること
があります。

インベスコ　ＭＳＣＩコクサイ･インデック
ス･ファンド Ⅰ－３
（適格機関投資家専用）

投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用
を行うことを基本とし、MSCIコクサイ・インデックス・マザーファ
ンドを主要な投資対象とします。

海外債券型
（１A-4）

ＪＤＦインデックス・ファンド外国債券VA
（適格機関投資家専用）

ブラックロック・ジャパン
株式会社

年率0.11％

（税込）

※1 当運用レポート作成時点において、当社との間の資本関係および人的関係はありません。

海外株式型
（１A-2）

インベスコ　ＭＳＣＩコクサイ･インデック
ス･ファンドⅠ－３
（適格機関投資家専用）

インベスコ・アセット・マ
ネジメント株式会社

年率0.264％
（税込）

国内債券型
（１A-3）

日本債券インデックス・ファンドVA1
<適格機関投資家限定>

ステート・ストリート・グ
ローバル・アドバイザーズ
株式会社

年率0.209％
（税込）

国内株式型
（1A-1）

ＪＤＦインデックス・ファンド国内株式Ⅰ
（適格機関投資家専用）

ブラックロック・ジャパン
株式会社

年率0.165％ 
（税込）

特別勘定の運用にあたっては、生命保険会社の資産の運用に関する法令・諸規則を遵守するとともに、特別勘定資産
の着実な成長および中長期的観点に立った収益の獲得を目指します。

特別勘定の種類 主な投資対象とする投資信託 運用会社※1
資産運用関係費用※2

（投資信託の信託報酬）
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特別勘定の運用レポート 作成基準日：2021年3月末現在

【特別勘定名】　国内株式型（1A-1）
■ユニットプライス推移グラフ ■設定日

■資産状況

■ユニットプライス ■騰落率

【特別勘定名】　海外株式型（1A-2）
■ユニットプライス推移グラフ ■設定日

■資産状況

■ユニットプライス ■騰落率

【特別勘定名】　国内債券型（1A-3）
■ユニットプライス推移グラフ ■設定日

■資産状況

■ユニットプライス ■騰落率

【特別勘定名】　海外債券型（1A-4）
■ユニットプライス推移グラフ ■設定日

■資産状況

■ユニットプライス ■騰落率

※

※

※ 騰落率は、ユニットプライスを元に「騰落率=｛（終了日の価格－開始日の価格）÷開始日の価格｝×100」と計算し、小数第3位以下を切
り捨てて表示しています。

142.38 85.34

1年前 設定来

130.26
'14/12/08 '12/01/10

1.95% 0.64% 0.48% 2.00% 30.26%

本書面のユニットプライスの表示は、資産運用関係費用・保険関係費用（積立金比例）控除後です。

ユニットプライスは、小数第8位まで算出しておりますが、ここでは小数第3位以下を切り捨てて表示しています。

合計 124 100.00%
※残高は単位未満を切り捨て、構成割合は小数
   第3位を四捨五入して表示しています。

2021年3月末 最高値 最低値 1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前

投資信託 118 94.95%
現預金等 6 5.05%

-2.61% -4.77%
106.75 94.77

2009年12月9日

残高（百万円） 構成比

95.22
'16/07/06 '21/02/28

0.48% -0.85% -1.35%

※残高は単位未満を切り捨て、構成割合は小数
   第3位を四捨五入して表示しています。

2021年3月末 最高値 最低値 1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 設定来

合計 123 100.00%

304.59 79.07

2009年12月9日

残高（百万円） 構成比
投資信託 117 94.99%

304.59
'21/03/31 '11/10/04

6.10% 11.35% 23.01% 50.26% 204.59%

現預金等 6 5.01%

合計 53 100.00%
※残高は単位未満を切り捨て、構成割合は小数
   第3位を四捨五入して表示しています。

2021年3月末 最高値 最低値 1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 設定来

投資信託 51 95.01%
現預金等 2 4.99%

37.07% 122.09%
226.63 79.42

2009年12月9日

残高（百万円） 構成比

222.09
'21/03/19 '12/06/04

5.20% 8.24% 19.18%

※残高は単位未満を切り捨て、構成割合は小数
   第3位を四捨五入して表示しています。

2021年3月末 最高値 最低値 1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 設定来

現預金等 2 5.12%
合計 52 100.00%

2009年12月9日

残高（百万円） 構成比
投資信託 50 94.88%

60

100

140

180

220

260

'09/12/09 '12/10/06 '15/08/04 '18/06/01 '21/03/29

60

100

140

180

220

260

300

340

'09/12/09 '12/10/06 '15/08/04 '18/06/01 '21/03/29

94

96

98

100

102

104

106

108

'09/12/09 '12/10/06 '15/08/04 '18/06/01 '21/03/29

80

100

120

140

160

'09/12/09 '12/10/06 '15/08/04 '18/06/01 '21/03/29

2 / 8



 組入投資信託の運用レポート 作成基準日：2021年3月末現在

【特別勘定名】
国内株式型（1A-1)

【特別勘定が投資する投資信託】
ＪＤＦインデックス・ファンド国内株式Ⅰ（適格機関投資家専用）

【運用会社】
ブラックロック・ジャパン株式会社

■基準価額の推移 ■基準価額

■ファンド概要

■ベンチマーク

■運用方針 ■騰落率（％）

■組入状況
組入上位10銘柄 組入上位10業種

銘柄 業種 比率 業種 比率
1 トヨタ自動車 輸送用機器 1 電気機器

2 ソニーグループ 電気機器 2 情報・通信業

3 ソフトバンクグループ 情報・通信業 3 化学

4 キーエンス 電気機器 4 輸送用機器

5 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 銀行業 5 機械

6 リクルートホールディングス サービス業 6 サービス業

7 任　天　堂 その他製品 7 医薬品

8 信越化学 化学 8 銀行業

9 武田薬品 医薬品 9 卸売業

10 日本電信電話 情報・通信業 10 小売業

■運用会社のコメント

ファンド

ベンチマーク

差 -0.06%

直近１ヵ月直近3ヵ月 直近6ヵ月

9.19% 21.33%5.65%

2.71%

7.36%

-0.15% -0.39% -5.09%

9.24%

2.71% 7.37%

1.86%

100.40%

3.26%

-0.06%

5.71% 42.13%21.48%9.25%

17.51%

4.71%

5.65%

5.57%

5.51%

5.16%

4.80%

1.21%

1.49%

1.38%

1.31%

1.26%

1.24%

東証株価指数（TOPIX）

95.31%

19,531 円

設定日

純資産総額

2008/2/7

1.6億円

設定来直近1年

41.74%
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基準価額 ベンチマーク

基準価額は信託報酬控除後の値です。

基準価額およびベンチマークはファンド設定日前日を10,000として指数化しております。

基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。

TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部の国内普通株全銘柄の時価総額を基準時(昭和43年1月4日)の時価総額で除して算出した指数で、株式会社東京証券取引所(以

下、(株)東京証券取引所)により算出、公表されます。

TOPIXの商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は(株)東京証券取引所に帰属します。(株)東京証券取引所はTOPIXの内容の変更、公表の停止または商標の変更も

しくは使用の停止を行う権利を有しています。(株)東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

・主としてわが国の証券取引所に上場されている株式に投資

を行い、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえること

を目標に、TOPIX（東証株価指数、配当込み）に連動する投

資成果を目指して運用を行います。

・「インデックス・マザー・ファンド国内株式」（以下「マ

ザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし

ます。

・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を

維持する事を基本とします。

* 基準価額およびベンチマークは、ファンド設定日前日を10,000円として指数化しております。

*

*

*

*

*

・ 本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」という。）が当ファンドの運用状況を受益者の皆様へ情報提

供する目的で作成したもので、その取得を勧誘するものではなく、また、本資料記載の個別有価証券の売買等の行為を勧誘するものではありません。

・ 本資料は、弊社が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された弊社及びブラックロッ

ク・グループ（以下、「ブラックロック」という。）の意見、見解は、本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及

び今後の予測は、なんら将来の成果を保証または示唆するものではありません。

・ 本資料の使用権は、弊社またはブラックロックに帰属し、全部または一部分であっても、無断でこれを複製・転用することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。

・ 本ファンドおよびマザーファンドの基準価額は組入れた株式やその他の有価証券等の値動き等により変動します。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益はすべて

投資者に帰属し、元本が保証されているものではありません。

・ 本投資信託は、私募投資信託です。一般投資家の皆様は、当該投資信託を直接購入することはできません。

3月の国内株式市場において、東証株価指数（TOPIX・配当込み）は、5.71％上昇しました。

上旬、米国の追加経済対策法案の成立や新型コロナワクチンの普及による経済正常化への期待から株式市場は上昇しました。中旬、国内外におけ
る新型コロナ新規感染者数の増加や、米長期金利上昇の影響を受け株式市場は一時下落しました。しかし、下旬、FOMCにおいて、金融緩和政策の
長期化方針が改めて示唆されたことなどから株式市場は反発しました。

業種別にみると騰落率上位には海運業、鉄鋼、電気・ガス業、建設業、輸送用機器が挙がる一方、騰落率下位には鉱業、陸運業、空運業、その他
製品、情報通信が挙がりました。
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組入投資信託の運用レポート

【特別勘定名】
海外株式型（1A-2）

【特別勘定が投資する投資信託】
インベスコ　MSCIコクサイ・インデックス・ファンドⅠ－３

【運用会社】
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

■基準価額の推移 ■基準価額

■ファンド概要

■ベンチマーク

■運用方針 ■騰落率（％）

■組入状況

組入上位10銘柄 組入上位5カ国構成
銘柄 業種 比率 1

1 2
2 3
3 4
4 5
5 組入上位5業種構成
6 1
7 2
8 3
9 4

10 5

■運用会社のコメント

*過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。*基準価額は税引前分配金再投資の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後で
す。*ベンチマークは、簡便法（基準日前日のドル建指数を基準日のドル円ＴＴＭレートで評価する方法）で算出した後、ファンドの設定日のベン
チマークと基準価額を同値として指数化しています。

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス

28,201円

設定日 2008/8/1

純資産総額 51(百万円)

設定月来

ファンド 6.60% 12.47% 25.34%マザーファンドへの投資を通じて世界各国の株式に投
資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指しま
す。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス
に連動した投資成果を目指します。

直近１ヵ月 直近3ヵ月 直近6ヵ月 直近1年

65.48%

56.01% 182.38%

ベンチマーク 6.47% 12.12% 24.69% 54.18% 116.90%

差 0.12% 0.35% 0.64% 1.83%

アメリカ 67.03%

APPLE テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.86% イギリス 4.42%
フランス 3.42%

AMAZON.COM 小売 2.43% カナダ 3.30%
MICROSOFT ソフトウェア・サービス 3.15%

FACEBOOK-A メディア・娯楽 1.31% ドイツ 2.92%

情報技術 20.32%

TESLA 自動車・自動車部品 0.91% 金融 13.33%

1.16%

JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.82%

ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1.14%

①米国
３月の米国株式市場は上昇しました。米国では、２月の雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を上回り、景気回復期待が高まったこと、1.9兆米ドルの追加経済対策法案
が議会で可決されたことなどにより、月初の株式市場は上昇基調となりました。その後、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が大手銀行の資本規制の緩和措置終了を発表した
ことや、長期金利が上昇したことなどが嫌気される局面があったものの、バイデン大統領が４月末までに２億回のワクチン接種を実施するという新たな目標を明らかにした
こと、銀行や輸送関連銘柄の株価が上昇したことなどが好感され、株式市場は上昇しました。このような投資環境下、各指数の月間騰落率はＮＹダウ工業株30種平均指数が
＋6.62％、Ｓ＆Ｐ500種指数が＋4.24％、ナスダック総合指数が＋0.41％となりました。
②欧州
３月の欧州主要株式市場は上昇しました。大陸欧州では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）がパンデミック緊急購入プログラム（ＰＥＰＰ）による資産購入ペースを2021年４-６月
期まで加速させることを決定したことや、３月のユーロ圏の総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が2018年後半以来の高水準となったことから景気回復期待が高まっ
たことなどを背景に、株式市場は上昇しました。英国では、政府が新型コロナウイルスの支援策の延長を含む予算案を発表したことや、失業率の低下が確認されたことなど
を受け、株式市場は上昇しました。
このような投資環境下、各指数の月間騰落率は英国ＦＴＳＥ100指数が＋3.55％、ドイツＤＡＸ指数が＋8.86％、フランスＣＡＣ指数が＋6.38％となりました。
③アジア
３月のアジア主要株式市場は市場によって異なる展開となりました。香港の株式市場は、中国の2021年のＧＤＰ成長率目標が事前予想を大きく下回ったことや、米バイデ
ン政権下初の米中高官協議で二国間の対立への懸念が高まったことなどを嫌気し、下落しました。シンガポールでは、米国の追加経済対策法案の可決などを背景に世界的に
株高となったことや、シンガポールとオーストラリアが両国間で隔離措置なしでの渡航を容認すると発表したことなどが好感され、株式市場は上昇しました。オーストラリ
アでは、同国の2020年10-12月期の実質GDP成長率が前期比で増加したことや、２月の雇用統計で就業者数が増加し、順調な景気回復が示されたことなどを背景に、月
を通じて株式市場は上昇しました。また、中央銀行が債券購入の規模を拡大すると発表したことも支援材料となりました。このような投資環境下、各指数の月間騰落率は香
港ハンセン指数が▲2.08％、シンガポールＳＴ指数が＋7.33％、オーストラリア全普通株指数が＋1.10％となりました。

作成基準日：　2021年3月末現在

VISA-A ソフトウェア・サービス 0.68% 資本財・サービス 9.41%
一般消費財・サービス 10.71%

JPMORGAN CHASE & CO 銀行 0.89% ヘルスケア 11.79%

ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽

*ファンドの騰落率は、税引前分配金再投資により算出しています。信託報酬控除後のリターンです。
*ベンチマークの累積リターンは、ファンドの基準価額算出方法と同一基準（基準日前日の各外貨建資産を基準日の各通
貨毎のTTMレートで評価する方法）で月次ベースでのみ算出しています。尚、2009年5月1日より日次ベースでの算出
に変更しています。
*設定来騰落率は、設定日の月末を基点として算出しています。

*業種はGICS（世界産業分類基準）に準じています。
*比率はマザーファンドの純資産総額対比で計算しています。
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基準価額（課税前分配金再投資）

MSCIコクサイ（円換算ベース）

*過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。*基準価額は税引前分配金再投資の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後です。*

ベンチマークは、簡便法（基準日前日のドル建指数を基準日のドル円ＴＴＭレートで評価する方法）で算出した後、ファンドの設定日のベンチマークと

基準価額を同値として指数化しています。

本書はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社またはインベスコのグループ会社が行う投資について適格機関投資家を限定とした情報提供資料および販売用資料です。本書は信頼できる情報に基づい

て作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本書で詳述した分析は、一定の仮定に

基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。ポートフォリオ特性

値、組入銘柄などは、あくまで過去の一時点におけるデータに過ぎず、将来のポートフォリオが同様の傾向、組み入れを継続する保証はございません。

本書について事前の許可なく複製、引用、転載、転送を行うことを禁じます。

4 / 8



組入投資信託の運用レポート 作成基準日：2021年3月末現在

【特別勘定名】
国内債券型（１Ａ－３）

【特別勘定が投資する投資信託】
日本債券インデックス・ファンドＶＡ1＜適格機関投資家限定＞

【運用会社】
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

■基準価額の推移 ■基準価額

■ファンド概要

■ベンチマーク

■運用方針 ■騰落率（％）

■組入状況
組入上位10銘柄 債券種別資産構成比率 格付け

銘柄 ｸｰﾎﾟﾝ 償還日 比率
1 国債 AAA

2 地方債 AA

3 政府保証債 A

4 金融債 BBB

5 事業債 BB 以下

6 円建外債 利回り・残存年限

7 MBS債 平均複利利回り

8 コール・その他 平均ｸｰﾎﾟﾝ

9 平均残存期間

10 合計 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ

■運用会社のコメント

0.97%

3月の国内債券市場は、月上旬に黒田日銀総裁の発言を受け今月の金融政策決定会合で長期金利の変動幅が拡大される
との観測が後退したことや、欧州で新型コロナウイルス感染再拡大に対する懸念が高まったことを背景に債券が買われ
ました。日本10年国債利回りは前月末から0.06%低下の0.10%となりました。

第３４０回利付国債（１０年） 0.40% 2025/9/20 0.94% 100.0% 9.42

10.10

0.14%

第９回利付国債（４０年） 0.40% 2056/3/20 0.98% 0.0% 0.86%

第１３６回利付国債（５年） 0.10% 2023/6/20 1.06% 1.3%

第１３７回利付国債（５年） 0.10% 2023/9/20

第４１８回利付国債（２年） 0.10% 2022/11/1 1.12% 0.4%

0.0%

第１４４回利付国債（５年） 0.10% 2025/6/20 1.19% 0.5% 0.3%

第１３５回利付国債（５年） 0.10% 2023/3/20 1.19% 6.9%

4.3%

1.5%

第１４５回利付国債（５年） 0.10% 2025/9/20 1.32% 5.8% 93.9%

第３６０回利付国債（１０年） 0.10% 2030/9/20 1.31% 2.7%

比率 比率
第１４６回利付国債（５年） 0.10% 2025/12/20 1.48% 82.3%

-0.70% 24.77%

差 -0.03% -0.06% -0.13% -0.26% -3.71%

設定来

ファンド 0.67% -0.44% -0.52% -0.96% 21.06%

直近1年・Nomura-BPI 総合指数に連動する投資成果を目
指します。
・わが国の（円建て）公社債等を主要投資対象とす
る、「日本債券インデックス・マザーファンド」受
益証券を主な投資対象とします。
・マザーファンドの債券実質組入れ比率は原則とし
て高位を保ちます。

直近１ヵ月 直近3ヵ月 直近6ヵ月

ベンチマーク 0.70% -0.38% -0.39%

NOMURA-BPI総合指数

12,106円

設定日 2008/8/1

純資産総額 1.18億円

・当ファンドは値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元金が保証されているものではありません。
・本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「弊社」とします）が当ファンドの情報提供を目的として作
成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。また、将来予告なしに変更する場合もございます。
・過去の実績に関する数値・データ等は将来の結果をお約束するものではありません。また、市場概況等は、本資料作成時点での弊
社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。
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ファンド ベンチマーク *基準価額は信託報酬控除後です。

*過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。

*基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後の値です。

*ベンチマークは、ファンド設定日の前営業日を10,000として換算し直しています。

*ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しています。信託報酬控除後のリターンです。
*設定来とは、設定日を起点として計算した騰落率です。

*｢クーポン｣とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。 *資産担保証券（ABS）は事業債に含まれています。
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組入投資信託の運用レポート 作成基準日：2021年3月末現在

【特別勘定名】
海外債券型（1A-4）

【特別勘定が投資する投資信託】
ＪＤＦインデックス・ファンド外国債券VA（適格機関投資家専用）

【運用会社】
ブラックロック・ジャパン株式会社

■基準価額の推移 ■基準価額

■ファンド概要

■ベンチマーク

■運用方針 ■騰落率（％）

■組入状況
国別組み入れ比率 通貨別組み入れ比率 組入資産別構成 平均残存年数・修正デュレーション（年）

銘柄 比率 通貨 比率 資産 比率 平均残存年数

1 米国 米国・ドル 債  券 修正デュレーション

2 フランス ユーロ キャッシュ等

3 イタリア 英国・ポンド

4 ドイツ オーストラリア・ドル

5 英国 カナダ・ドル

6 その他 その他

7 キャッシュ等

■運用会社のコメント

ＦＴＳＥ世界国債インデックス
（除く日本、国内投信用円ベース）

14,717 円

設定日 2007/3/30

純資産総額 40.8億円

直近１ヵ月 直近3ヵ月 直近6ヵ月 直近1年 設定来

47.17%

ベンチマーク 2.23% 1.17% 1.51% 4.30% 51.46%

ファンド 2.22% 1.14% 1.45% 3.93%

43.5% 47.2% 99.0% 7.86

10.4% 43.2% 1.0%

21.4% -1.7%

9.6% 6.9%

7.6% 2.3%

9.76

1.0%

6.6% 2.1%

・先進国債券インデックス・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、

日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とし、ＦＴＳＥ世界国債イン

デックス（除く日本、国内投信用円ベース）に連動する運用成果を目指し

ます。

・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

3月の米国債券市場は、月初は4日のパウエルFRB議長の発言や5日の堅調な雇用統計の結果、更に米上下院でのコロナ追加経済対策法案の可決等を受け、米金利は上昇し、米10年金利は
1.60％を上回りました。金利上昇局面で超長期セクターへの買いや10日に発表されたコアCPIの下振れを受けやや米金利は低下しましたが、米国でのコロナワクチン接種の順調な進捗や死者
数の減少等から金利は上昇しました。17日のFOMCで政策金利と量的緩和の継続が公表され、パウエルFRB議長の記者会見を受け早期利上げの観測は後退し、ドル安、長期セクターの売り、
短期セクターの買いで市場は反応しイールドカーブのスティープ化が進みました。またフィラデルフィア地区連銀業況指数の堅調な結果や、FRBの補完的レバレッジ比率に関する緩和措置の
終了の報道等を受け、米10年金利は1.75％へ到達しました。月末にかけて株から債券へのアロケーション変更や、アルケゴス関連の株価の大幅下落等を受け米金利は低下したものの、景気
回復への強い期待から金利は上昇し、月末は米10年債利回りは1.75%（2月末より0.29%上昇)、2年債利回りは0.16%（2月末より0.01％上昇）で終えました。
欧州債券市場は、ECBの債券買入額の拡大から欧州債が買い戻されたことや、軟調な独小売売上高等を受け、欧州金利は低下しました。11日のECBでは、パンデミック緊急プログラムの買
入ペースの加速が声明文に追加され、伊金利はじめ欧州金利は低下しました。FOMCやBOE後の米英金利の上昇に追随し欧州金利も上昇しましたが、欧州各国でのアストラゼネカ製のワクチ
ン使用の中断や26日のフォンデアライエン欧州委員長によるワクチン輸出規制の厳格化の表明等を受け、再び金利低下となりました。3月末の独10年国債利回りは0.29%(2月末より
0.03%低下）、2年債利回りは、0.69%(2月末より0.03%低下)で終えました。

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

'07/03/30 '09/03/30 '11/03/30 '13/03/30 '15/03/30 '17/03/30 '19/03/30 '21/03/30

基準価額 ベンチマーク

・ 本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」という。）が当ファンドの運用状況を受益者の皆様へ情報提供する目的で作成したもので、その

取得を勧誘するものではなく、また、本資料記載の個別有価証券の売買等の行為を勧誘するものではありません。

・ 本資料は、弊社が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された弊社及びブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」

という。）の意見、見解は、本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及び今後の予測は、なんら将来の成果を保証または示唆するものではあり

ません。
・ 本資料の使用権は、弊社またはブラックロックに帰属し、全部または一部分であっても、無断でこれを複製・転用することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。
・ 本ファンドおよびマザーファンドの基準価額は組入れた株式やその他の有価証券等の値動き等により変動します。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益はすべて投資者に帰属し、元本が保証されて
いるものではありません。
・ 本投資信託は、私募投資信託です。一般投資家の皆様は、当該投資信託を直接購入することはできません。

* 基準価額およびベンチマークは、ファンド設定日前日を10,000円として指数化しております。

∗ 基準価額は信託報酬控除後の値です。

∗ 基準価額およびベンチマークは、ファンド設定日前日を10,000として指数化しております。
∗ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。

∗ ベンチマークはＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、国内投信用円ベース）です。基準価額算出基準を考慮し、営業日前日の各外貨建て資産を営業日当日の各通貨TTMレート（対顧客電信売買相場仲値）で評価

した値を用いて算出しています。
∗ ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、国内投信用円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同

指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

* 国別組み入れ比率、通貨別組み入れ比率、組入資産券種別構成はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

* 平均残存年数・修正デュレーション（年）はマザーファンドの数値です。
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作成基準日：2021年3月末現在

株式

債券
（金利）

為替

                                                          国内外の市場動向
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主要株価指数の推移

※当ページに記載している各指数などのグラフについては、Bloombergのデータに基づき当社が作成したものですが、その正

確性、完全性を保証するものではありません。また、資料中のデータは過去の実績であり、将来の市場動向または運用成果等

を予測または保証するものではありません。
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ご留意いただきたい事項

■ 投資リスクについて

■ 諸費用について
当商品にかかる諸費用は下記のとおりです。なお、下記内容は将来変更される可能性があります。

ご契約時にご負担いただく費用

据置期間中にご負担いただく費用

据置期間10年型

据置期間15年型

※

年金支払期間中にご負担いただく費用（一時払定額年金への移行による年金支払を行う場合を含む）

遺族年金支払特約による年金支払期間中にご負担いただく費用

※

■その他のご留意事項
*

*

*

＜募集代理店＞ ＜引受保険会社＞

年金管理費用は将来変更されることがあります。

ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼商品パンフレット」を必ずお読みいただき、内
容を十分にご理解ください。ご契約に際しては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼商品パンフレット」
「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。

このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありま
せん。

資産運用関係費用※
（投資信託の信託報酬）

ご契約の締結・維持等に必要
な費用、年金原資および死亡
給付金を最低保証するための
費用です。

保険関係費用

変額個人年金保険（年金原資保証型）「ヴィクトリーラン」は、当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異
なり元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。

項目 費用 時期

年金管理費用※ 支払年金額に対して1.0％（上限）
遺族年金支払特約の年金支払開始日以後、年金支払日に保険料積立
金から差し引きます。

費用 時期

積立金額に対して左記の年率の1／365日を乗
じた額を毎日の積立金から差し引きます。

基本給付金額に対して左記の年率の1／12か月
を乗じた額を契約日の月単位の応当日の前日の
積立金から差し引きます。

各特別勘定において主に利用する投資信託の純
資産総額に、特別勘定ごとに設定された資産運
用関係費用の年率を日割りで毎日差し引きま
す。

各特別勘定において主に利用する投資信
託により異なりますので、詳細は、P1
「特別勘定の種類」をご参照ください。

目的 時期費用

積立金額に対して左記の年率の1／365日を乗
じた額を毎日の積立金から差し引きます。

基本給付金額に対して左記の年率の1／12か月
を乗じた額を契約日の月単位の応当日の前日の
積立金から差し引きます。

特別勘定の運用に関わる費用
で、特別勘定で主に利用する
投資信託の信託報酬等が含ま
れます。

保険関係費用（積立金比例）
積立金額に対して年率1.75％

保険関係費用（基本給付金額比例）
基本給付金額に対して年率1.20％

保険関係費用（積立金比例）
積立金額に対して年率1.75％

保険関係費用（基本給付金額比例）
基本給付金額に対して年率1.00％

年金管理費用※ 支払年金額に対して1.0％（上限） 年金支払開始日以後、年金支払日に保険料積立金から差し引きます。

項目

特別勘定の資産運用関係費用は主たる投資対象である投資信託の信託報酬を記載しております。
このほか、信託財産留保金や信託事務の処理等に要する諸費用、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定す
ることが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに
反映することになります。したがって、ご契約者にはこれらの費用を間接的にご負担いただくことになります。資産運用関係費用は運用手法
の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

当商品は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資され運用実績に基づき、積立金額、将来の年金額、死亡給付金額お
よび解約返戻金等が変動します。資産運用の成果はご契約者に帰属しますが、一方で株価や債券価格の下落・為替の変動等に
よる投資リスク（価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等）を負うことになりますので、積立金
額、将来の年金額、解約返戻金額等が一時払保険料を下回る可能性があります。よって、資産運用の成果とリスクがともにご
契約者および受取人に帰属することになります。

項目

契約初期費用
ご契約の締結等にかかる費用
です。

項目 目的

特別勘定への繰入れ前に、一時払保険料から差
し引きます。

一時払保険料に対して5.0％

費用 時期
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